
第 74 回全日本フェンシング選手権大会 予選会 

事前 PCR 検査 対象者一覧 （監督・コーチ） 

 検査対象者氏名 指導選手 

1 佐賀淳 玉本愛佳 

2 岩橘恵美 中村真琴 

3 和田武真 敷根崇裕 

4 橋本 星野剣斗 

5 渡部達郎 雨田由香 

6 小池弘郷 小池花佳 

7 阿部悠吾 井川晃暉 

8 武田仁 小城颯人 

9 村田敦 村田一公 

10 鈴木颯人 清水紀宏 

11 片島章徳 飛田正俊 

12 加藤美也子 沼尻祥明 

13 羽田光二 岡村怜音、鎌田晃成 

14 吉田将士 沼尻祥明 

15 鈴村元宏 福田亮介、小笠原葵、鈴村健太 



16 村瀬さゆり 長瀬凜乃 

17 森美智代 櫛橋茉由選手 

18 高橋英一 澁谷有亮 

19 佐藤葵 谷山鈴々花、田崎愛、山内今日香 

20 吉村多恵 吉村美穂 

21 福本かな 村上愛夢 

22 池端花奈恵 竹山柚葉神山侑奈 

23 新田涼平 大村尚土 

24 髙澤和樹 小林慧 

25 藤野元伯 藤野正真 

26 梅沢賢一 舩本誠志郎 

27 清原修一 清原希紘 

28 富岡菜採 竹山夏芽 

29 高田和典 峯田大空 

30 西岡陽子 西岡瞳 

31 大崎練介 原田紗希 

32 登尾早奈 武山達 

33 澤田聡 山田悔大 



34 淡路卓 千葉穂波、米倉尚輝 

35 三宅正博 三宅諒 

36 石橋武 石橋臣都 

37 新井弘太 平林奈菜子 

38 市川真知子 福塚世帆 

39 冨田智子 永野菜津子、上野優佳 

40 藤野大樹 久良知美帆 

41 西村典子 濱松里沙 

42 力武優斗 加藤響 

43 入交太郎 中島、久末 

44 加藤颯人 江村凌平 

45 中村泰典 鷲﨑万維 

46 馬場絢子 重藤美紀 

47 田村明 福田悠雅 

48 吉澤千恵 笠原佳姫 

49 市ヶ谷廣輝 市ヶ谷奈々 

50 西口治伸 稲田椋 

51 小野真英 小野瑞葵 



52 東美樹 東莉央 

53 本間奈々絵 本間美月 

54 高橋隆士 安雅人 

55 廣瀨了之 髙木夢生 

56 山本幸治 吉田健人 

57 市川恭也 新田啓人 

58 井上裕二 佐野佑衣 

59 冨田弘樹 河村一摩 

60 菊地卓哉 渡邊裕斗 

61 石川和也 伊藤心 

62 岡田祐哉 村上仁紀 

63 萩原宏樹 大西愛 

64 飯村栄彦 飯村一輝・彩乃、菊元雪 

65 金築元喜 遠藤駿斗 

66 内田樹里 箕浦葉月 

67 井塚千晶 谷村星奈 

68 江村宏二 イサシャユンス 

69 森翔一 板橋香菜子 



70 中村栄太郎 山田あゆみ 

71 吉田花道 長崎昇子 

72 清野明 橋本祥英、増田光、森千絢 

73 古田彩稀 横井七恵 

74 恩田晃人 一藤木由香 

75 原嘉宣 菅野慶嗣 

76 桐谷乃宇奈 斎藤利莉 

77 太田健二 尾川世我、相馬雅樹、西本光希、森美奈子 

78 三浦菜都美 髙橋未楽 

79 太田聡 太田陽詩 

80 久保田智晴 上野優斗、田辺空我、馬場俊輔 

81 才藤浩 才藤歩夢 

82 古川信清 坪颯登 

83 村上佳宏 山田優 

84 石井一希 松村侑馬 

85 名和寛文 森川奨太 

86 中村聡 河原資起 

87 峯井直子 安部奈穂 



88 高田和典 峯田大空 

89 敷根裕一 北村透海・中村太郎・林祥蓮・西口泰嵩他 

90 高山勲 高山桐 

91 下田正毅 島村智博 

92 谷口弘 谷口真麻 

93 後藤真徳 岩本鈴菜 

94 村岡聡丞 伊藤羽舷、宮﨑孝司郎、日比生真奈嘉 

95 保科由里子 保科幸那 

96 松渕直希 五味恋菜 

97 伊東洋祐 河原資起 

98 芹澤洋人 大島愛実 

99 荒井俊樹 吉田多聞、小久保真旺、月野敬子、高橋千里香、尾崎世梨 

100 安藤光平 稲野邉南、月野敬子、髙橋千里香、尾﨑世梨 

101 齋野正能 庄司圭祐 

102 本間孔一 坂藤秀昌 

103 嶋田愛音 高橋風子 

104 松山大助 松山恭助 

 


